
■立山黒部ジオパーク 最近のできごと

◎「TKG ジオカフェ in シュービーンズ」を開催しました！
　7 月 18 日（木）に、滑川市東福寺野のカフェ SHU 

BEANS（シュービーンズ）にて、“ジオカフェ”を開催し

ました。“ジオカフェ”とは、地元の喫茶店やカフェに

立山黒部ジオパークに興味がある方や会場のお店に興味

のある方、当日の話題に興味のある方などが集まり、食

事や飲み物を楽しみながらジオパーク視点で提供された

話題や地域のことについて語りあう活動です。この日は

今年第１回目の開催で、11 名の方に参加していただきま

した。美味しい豆腐ハンバーグやカレーライス、食後の

デザートを楽しみながら、ジオパークにまつわる話を聞

いたり、参加者同士で話し合ったりしました。今回のス

ピーカーは、立山黒部ジオパーク協会の打越山専門員で、

身近な「なぜ？」についてジオの視点から考えてみると

いうテーマで、魚津埋没林について話をしました。話の

後、参加者全員で、お店のある東福寺野についてジオ視

点で語りあいました。東福寺野からの景色（参加者の方

のオススメは夜景！）のすばらしさや江戸時代の新田開

発などの歴史についての話題、標高 200m を超える東福

寺野がかつて早月川の河原だったなどの話で盛り上がり

ました。

　次回は、8 月 22 日（木）に、黒部市生地の「お惣菜と

コーヒー＆ランチ 彩」で開催します。今後も、いろい

ろな地域でジオカフェを開催する予定ですので、興味の

ある方、お近くの方はぜひご参加ください！

日時：８月 22 日（木）19:00 ～ 20:50

場所：お惣菜とコーヒー＆ランチ 彩

　　　

スピーカー：山岡勇太さん

　　　

参加費：1,000 円（食事代）

定員：12 名

★参加希望の方は立山黒部ジオパーク

　協会まで電話でお申し込みください。

（立山黒部ジオパーク協会専門員）

黒部市生地中区 260-1

参加者
募集中！TKGジオカフェ in 彩(さい)
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■ジオパーク協会共催イベントのお知らせ

９/１
（日） 室堂山と

　カルデラ展望
　室堂山への登山道をたどりながら、立山の

生い立ちや大地の変遷について観察します。

8:00 ～
17:00

９/28
（土）

　弥陀ヶ原を散策しながら、地質地形や動植

物、立山カルデラについて観察します。

8:00 ～
17:00

【参加費】4,500 円（小学生 3,000 円）

　　　　※お弁当代、保険料など

【定　員】

　40 名（先着順）※申込受付は 8/28 ～

立山カルデラ砂防博物館フィールドウォッチング
　立山カルデラ砂防博物館のフィールドウォッチングのお知らせです。対象は小学校３年生以上

（小・中学生は保護者同伴）。参加申込の受付は、各実施日の１ヵ月前からです（先着順、定員に

なり次第受付終了）。

　お申込み・お問合わせは、立山カルデラ砂防博物館学芸課（TEL:076-481-1363）まで。

‘19　青少年のための

　科学に関する実験や工作を通して科学の不思議や面白さを体験するイベントが、黒部市吉田

科学館で開催されます。当日は、実験ブースやワークショップ、特別講演、サイエンスショー、

プラネタリウム上映が行われます。事前申込は不要です。ぜひご参加ください！

科学の祭典

【日　時】８月 11 日（日・祝）10:00 ～ 16:00

【場　所】黒部市吉田科学館

【対　象】小・中・高校生及び保護者、一般

【料　金】無料（※プラネタリウム観覧は有料）

第 26 回 おもしろ科学実験 in 富山

特別講演　13:00 ～
　　　黒部発　138 億光年宇宙の旅
　　　　　　ー つながっている宇宙 ・ 社会 ・ 命 ー
　　　講師 ： 縣　秀彦さん （国立天文台）

【お問合せ先】

　高朋高等学校内

　「おもしろ科学実験 in 富山」実行委員会

　事務局　西東 孝信　　TEL:076-437-9940

サイエンスショー
　10:00 ～　11:30 ～　14:00 ～　15:20 ～
プラネタリウム上映　※高校生以上有料

　10:40 ～　12:10 ～　14:40 ～

【参加費】5,000 円（小学生 3,000 円）

　　　　※お弁当代、保険料など

【定　員】

　20 名（先着順）※申込受付は 8/1 ～

弥陀ヶ原と
　カルデラ展望



富山市科学博物館 開館 40 周年記念特別展
「タテヤーモ火山局」　関連イベント

【お問合せ先】

　富山市科学博物館

　TEL:076-491-2123

■ジオガイドと行く「黒部峡谷たっぷりまんきつ旅！」

　トロッコ電車の終着駅“欅平”をガイドと散策しながら、秘境 黒部峡谷を満喫するツアーです。当日は

猿飛山荘にて、新鮮で美味しいイワナ定食や、マグマが沸かす天然温泉をお楽しみいただけます。ぜひお誘

い合わせのうえ、お申込みください。

【開催日】

　８月５日（月）　　８月 30 日（金）

　９月８日（日）　　９月 17 日（火）　　９月 23 日（月・祝）

　10 月 12 日（土）　 10 月 27 日（日）

【定員】

　各回 20 名（最小催行人員８名）

【旅行代金】

　大人 8,000 円　小人 6,000 円（６歳以上 12 歳未満の方）

　※トロッコ電車運賃、昼食代、入浴代、ガイド料が含まれます

詳細については、黒部・宇奈月温泉観光局公式サイト（https://www.kurobe-unazuki.jp/）をご覧ください。

【お申込み・お問合せ先】

　一般社団法人　黒部・宇奈月温泉観光局　

　TEL：0765-57-2850（平日 9:00 ～ 17:00）

■ジオパーク協会共催イベントのお知らせ

ジオ＆みずはくツアー 2019

扇状地の成り立ちを知ろう

【日　時】9 月 8 日（日）9:00 ～ 17:00

【参加費】500 円（小学生以下無料）

　　　　　※資料、保険代など

【発着場所】富山駅北口（9:00 集合）

　　　　　 地鉄新黒部駅前（10:00 集合）

【行き先】くろべ牧場まきばの風、

　　　　　十二貫野用水、下山展望台、

　　　　　東山円筒分水槽

【定　員】25 名（先着順、申込受付は 8/8 ～）

　　　　　※小学校３年生以下は保護者同伴

【服装・持ち物】弁当、飲み物、自然観察でき

　　　　　　　る服装、雨具など

河岸段丘から富山湾を眺める
講演会「火山学者の仕事」

赤色立体地図の開発者　編

【日　時】8 月 25 日（日）13:30 ～ 15:00

【講　師】千葉 達朗さん（アジア航測㈱）

【会　場】富山市科学博物館多目的学習室

※参加無料、事前の申込みが必要です。

※ 詳細や申込方法については、
　富山市科学博物館ホームページ　
　（http://www.tsm.toyama.toyama.jp/）
　をご覧ください。

　火山の活動の痕跡が見えてくる不思議な地図

「赤色立体地図」の開発者による講演会です。赤

色立体地図の模型を使った火山実験も行います。

特別展 「タテヤーモ火山局」
ロビー展 「火山と出会う～ジオパークへ出かけよう～」

☆ 9/8( 日 ) まで開催中！
【お申込み・お問合わせ先】

　黒部市吉田科学館　 

　TEL：0765-57-0610



■協会会員企業の紹介

立山黒部ジオパーク協会の会員企業を、五十音順

（昇順、降順で各１社ずつ）でご紹介していきます。

■たてくろ　見どころ紹介コーナー

　常願寺川左岸の富山市大場には、直径約 6.5m、推定

重量 400 トン（アフリカゾウ 70 頭分）の、花崗閃緑岩

の大きな転石があります。花崗閃緑岩は富山では山岳

部にみられる岩石です。なぜ、富山平野の真ん中にこ

のような大きな転石があるのでしょうか。

　1858（安政 5）年 4月、跡津川断層を震源とする推

定 M7.3〜7.6 の地震が発生しました。その際、立山カ

ルデラにあった大鳶山と小鳶山が山体崩壊し、大量の

土砂が川の流れをせき止め、天然ダムが形成されまし

た。その後天然ダムは決壊し、富山平野に大規模な土

巨大な岩が流れ下る～安政の大災害を今に伝える語り部～

大場の大転石

石流災害をもたらしました。大場の大転石は、この土石流によって約 30km 上流の立山カルデラから運ばれ

てきたと考えられています。常願寺川の河床やその周辺には、直径 4m 以上の転石が現在も 40 個以上残っ

ており、土石流の凄まじさを今に伝えています。


